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「予F/t接種を受けましょう」
正信会 水戸病院 小児科医師

3し わ ら  たか し

藤原 崇
予防接種 法の改 正により、平成7年 よリポリオとBC

G以 外の予防接種が個 ,1接種となりました。接種の

日時と場 所の選択の幅が拡がった‐ 方、風疹など

は学校での接種がなくなったために接種 率が大きく低

下して問題となっています。

風疹は、妊娠 中の女性がかかると赤ちゃんに障害が

出る可 能性があり、これを先天性 風疹 症候群といい

ます。それを防ぐために、中学生の女子だけを対象に

予防接種が始まりましたが、それでは不十分といに と

で、平成7年 より1歳から男女ともに接種を受ける方

式に変更されました。その結果風疹にかかる人は激減し、一往の成果があったと考えられます。

その一 方で、昭オロ54年 4月 ～ 昭オロ62年 10月1日生まれの人は15歳までに接種を受けるよ

うになっていたのですが、その機会をのがして未だに接種を受けていない人が多く、この方たちが

こどもを生み育てる年齢になり再び先天性 風疹症候群が増えることがヽ配されています。そこ
~

で、更なる措 置として、昭和54年 4月 ～ 昭和62年 10月 1日生まれの人は16歳 以上でも公

費で風疹ワクチンが接種できるようになりましたが、それも今年 (平成15年)9月 30日 までとなっ

ています。おタロリ合いの方で該 当される方がおられましたら、将 来の赤ちゃんのためにも、ぜひ接

種を受けられますようお勧めください。

炒 膿 吻 蘊 珈 喘 ξ簡 と

｀

魯現 ]胤 ]表 『蹴 1静

からは「麻疹の輸 出国Jとして非難されるありさまです。その原 因はやはり予防接種による予防

が十分でないことで、できるだけ早い時期に予防接種を受けることが大切とされています。満1歳

を過ぎたらできるだけ早く予防接種を受けましょう。

結核もまた、欧米諸国にしヒベると恙者数が多く、なかなか減らない病 気です。

今年度より小中学校でのBCG接 種もなくなり、BCG接 種が受けられるのは4歳

未満となります。結核は:し児期に感染すると髄膜 炎など重症

になる場合が多く、早い時期での予防が大切です。

4ヶ月を過ぎたらできるだけ早く受けるようにしましょう。

医療法人社団 正信会



病棟主任村石 洋子

4病棟は介護老人保健施

設「ニューライフ須恵」の

建物の4階に位置する病

棟です。本館4階からは渡り廊下でつな

がっています。

ベッド数 ま55床の介護保険病棟で、要介

護度の平均が43、入li患者さまの平均年

5は 845歳で、90歳以上が19名、今年めで

た<100歳を迎えられる患者さまが2名おら

れます。

高齢または介護度が高<、長期療養の患

者さまがほとんどですが、ケアプランに基

づいた治療ケアを行い、自立度を下ブない

よう努力しています。毎日のリハビリ∃練

と、機能]‖練とは別 c‐、毎週火曜 日には

歌・グーム・めり絵の3グループに分かれて、

小グループでのレクリエーション7ri、また毎

月第4火曜日は「ふれあいお茶会」を開催

し、あ茶やお菓子を食べながら患者さまと

スタッフがゆっ<り関わる時P8Bを過ごし、薬

剤師・作業療法■・管理栄養士など、4病

棟に関わる各種スタッフも参力0して、日頃

疇
=

の様子と違つた一面を感じたり、ふれあう

0寺PoOを目的に行っております。

毎週本曜 日は集団レクリエーションがあ

り、体操やゲームなどで体を動かしていま

す。月に一度、誕生会を行い、その月の誕

生者のあ祝いをしております。

それぞれのイベントの様子を家族の皆さ

まに伝えるために、「4病 棟通信レインボ

ウ」を発行し、患者さまの様子などをできる

だけ詳し<載 せて毎月廊下 c‐掲示しており

ます。

明る<、楽しい病棟をめざし、ご家族の方

を含めた患者さまとの関わり合1′ヽを多<持

ち、今後もスタッフー同、頑張つていきます

ので、どうぞよろし<お 願い致します。

_ 米 ′
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《高血圧症とは》
最高血圧 (1又縮期血圧)が 140mmHg以 上、最低血圧
(拡張期血圧)が 90mmHg以 上を越えると高血圧と診

断されます。

血圧は年齢とともに上昇のl13向を示し、また1日の

うちでも変動するので、1回の血圧測定のみでは必ず

しも診断を確定し得ません。lll圧はいろいろな条件や

環境で上がったりします。一時的に上がる原因とし

て、運動・興奮・不安・寒さなどがあります。

長期的な要因として肥満・塩分の摂りすぎ・運動不

足・ストレス・妊娠 アル⊃―ルの撮りすぎなどがあり

ます。また近年では遺伝も深<関 連があるとみられて

います。

年齢は40歳 代での発症が多く、50歳 以後にはじめて

発II討る例は少ないといわれています。若年者の発

症も必ずしも稀でないが、比較的少ないです。

上記の原因で高lll圧症と診断されることが殆どで

「本態性高血圧症Jといい、「生活習慣病Jのひとつと

されています。

それ以外に別の疾患があってそれが原因で血圧が

上昇することがあります。
・冑臓(じんぞう】こ炎症や腎動脈に狭窄がある場合

・日J腎(ふ<じんに良性または悪性腫瘍がある場合
,大動脈に狭窄や炎症がある場合
・動脈硬化症がある場合
・脳腫瘍やくも膜下出血等で脳圧克進があ れる場合

・心疾患により1回心拍出量の増大がみられる場合

血圧が高い場合はこれらの疾患の有無を必ずチェッ

クして、正確な診断をいたします。

《症状および合併症》
(1)′b症 状 :左室肥大 (X線、心電図など)、左′b不 全

症状として、運動0寺0乎吸促迫または発作性夜間

呼吸困難 (′b臓 性喘息)、狭心症、心筋梗塞など

が重要である。
(2)眼:眼底変化…眼底カメラで眼底動脈の観察を

行い、動脈の狭小化、硬化所見、網膜の出血、白

斑、浮腫所見の有無を調べる。症状が進ぬと視

力障害も認められる。
(3)弩壻 機能障害 ま一般に軽度であり、重い障害を

示すのは、重症高血圧、悪性高血圧である。
(4)脳:頭痛、感情不安定、記憶力や集中力の減退、

めまいなどをものは多いが、これらは脳動脈硬

化などによつても出IIPする症状であり、必ずしも

高血圧そのものによるとま限らない。脳出血お

よび脳梗塞(脳血栓)は最も重篤な合併症であ

る。脳梗塞は必ずしも

高血圧そのものが原因

といえないが、高血圧

患者にも多い。高度の

血圧上昇に伴って一過性の悪′し、:EOl、言語障

害、痙攣、視力障害、言語障害、偏麻痺などをき

たし、しかもほとんど後還症を残さめような、高血

圧性脳症を生ずることもある。一過性脳虚血発

作、クモ膜下出血などもみられるが、必ずしも

高血圧そのものが原因とまいえない。
(5)動脈硬化:大動脈および動脈の動脈硬化を促進

する。高血圧そのものによる末梢循環不全に、

さらに動脈硬化による障害も力]わる場合もあ

る。腎動脈主幹に動脈硬化1生狭窄が力0わると高

血圧が比較的短期間に重症となる場合もある。し
(6)解離性大動脈瘤 :必ずしも高血圧のみが原因と

はいえないが、高血圧例に生じ、予後はきわめて

不良である。

《高血圧の治療》
高血圧の場合、合併症の有簿、年齢などを考慮して

治療を行います。収縮期血圧よりも拡張期血圧に重

点をおき、拡張期血圧が 100mmHg以 下、できれば

90mmHg程 度にすることを目標として治療を行いま

す。

①生活規則・習慣の改善 :食事中の塩分の制限、飲

酒を控える、喫煙はできる限り中止するなど―。

高血圧症を予防する食事や、食事療法について

は、「医食同源」のベージで詳しく紹介します。
(2)合併症に対する治療:′ら血管性合併症に対しき

はそれの治療を行う。また、糖尿病、肥満、高脂

血症、痛風などがあればこれらを十分に治療な

いしコントロールをイiう。
(3)降圧剤の投与:高血圧の程度、年齢、合併症など

の有無を考慮して、種々の降圧剤を単独または

併用で吏用する。
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皆さま、こんにちは。今回は「病気について」のページで取り上げら711てる「高血圧症Jを予防する食事

のあはなしです。

高血圧症は生活習慣(食事、運動、喫煙、飲酒など)が原因となる病気…牛活習慣病―のひとつで、日々

の生活を改善することが治療の第一歩となります。

それでは、あなたの食生活を簡単にチェックしてみましょう。下の質問に日まい」または「いいえJであ答

え下さい。

～チェックリスト～

1 食卓にいつも醤油やソースが置いてあり、必ず力ヽ ナて食べる.   はい  いいえ

Ψ
     2 汁物が大好きで、1口2杯以上飲む。

3 冷凍食品やインスタント食品をよく利用する.

4 麺類の汁はいつも残さず飲む.

5 料理の味付けは、濃い方が好き。

7魚 より肉が好き。

8 野菜や果物はあまり食べない.

9 太っている。(標準体重=bl長 [m]×身長[m]×22)

10 両親、兄弟の中に高血圧の人がいる.

は,  ヽ いいえ

はい  いいえ

は,  ヽ いいえ

はセヽ  いいえ

規員」

は,  ヽ いいえ

は0  ヽ いいえ

は
'ヽ

  いいえ

′ま0  ヽ いいえ

6 外食するとき、ラーメン、カレーライス 寿司などをよく食べる。    はい  いいえ

_い かがでしたか?「はいJの数が3ヶ以上あった人は要注意です。高血圧こなりやすいですので、lヶでも
「いいえ」になるように頑張りましょう。
「高血圧症Jこならないためには、助 塩食Jがいちばんです。
また、牛=し、海藻、小魚などに多<含 まれるカルシウムこは高血圧を予6b‐するlgnきもありますので、積極

的こ使うよう|こしましょう。
当院では「おしヽしい減塩食のコツJと題して、高血圧予防の栄養教室を開催しております。
ぜひご参加下さい。

栄養部では生活習慣病を予防・改善するための

栄養教室を開催いたしております。
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介護老人保健施設ニューライフ須恵1階の

在宅介護支援センターこ展示しております福

祉用具 こついてご紹介いたします。

、二__1)

'ヽ

圏日ヾヽ
皆さんは介護保険で福祉用具が購入

あるいは貸与 (レンタル)できることを

ご存知でしょうか。

購入の対象となるのは、主にトイしま

わり用品とお風呂まわりの用品 こなり

ます。

支援センタ こま、ポータブルトイし
(腰掛けイ更座)やシャワーチェア()谷室

用のイス)等を展示しています。

これらま介護保険を申請し、要支援 ・

要介護認定を受けた方であれば、購入

金額の1割を負担していただくことで

購入できます。

例えば2万円のポータブルトイし

であれば、1割の2干円で購入でき

ることこなります。
また、介護保険を申請してしヽない

方や、申請したが自立半J定で介護

保険を使えない方でも、金額負10

していただけlllぎ、支援センターで

商品をお取り寄せできます。
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次にしンタル対象となるものは、車イスや電動
ベッド等になります。

車イスと一口に言つても色々なものがあり、レンタ

ルする業者さんによつて扱う商品が違いますが、基

準として、自分で操作する自走式、介護者に押して

もらう介助式、そして電動車イスがあります。

支援センターには、これらを展示してありますの

で、レンタルする前に試乗して、自分が使えるかどう

かを検討することもできます。

ご希望の際は、職員に遠慮な<声 をかけて下さい。

レンタル料は業者さんの設定した金額の1割を負

担することになります。(業者さんによって金額が違しヽます)

支援センターには、これらの福祉用具以外c‐も、手

に障害のある方が持ちやすいスプーンや、す<い や

すい食器等、食事に関するもの、それ

から尿漏れが心配な万の失禁バンツ

や紙バンツ等展示しています。支援セ

ンターに置いていないものでも、カタ
ログの中からご紹介もできますので、

福祉用具のことで困つたことや相談事
がありましたら、どうぞご遠慮な<在 宅

介護支援センターにご相談下さいま

t」 。
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<4病 棟 ・ク リス マ ス 会 >～ 2002年1鋼20日・4病棟ロビーにて～

髯鍾18疏:鼈 紀(隕 兆 Nヽ琵 輩亦轟計
りました。そして、患者さま、職員共々楽しいひと時を過ごしました。

<水戸病院開院記念式>
～2003年 3月1日 ニューライフ須恵ホー川こて～

正信会水戸病院の第29回目の開院式

を執リイラいました。

来年は開院30周年という節目の年でも

あります。

今後も地域の皆様に親しまれるようc‐職

員―同力を合わせて頑張っていきます。

<開院記念永年勤続表彰>
～2003年3月1日・ニューライフ須恵ホールにて～

永年勤続表彰として、永<正 信会に従事し

てきた職員 (全34名 )が表彰されました。  勤続 1

勤続 1
(表彰者儡 敬称略)

勤続 3

勤続 2

勤続 2

0年 表彰 (2名 )…増田 住博、児島 高子 v
5年 表彰 (2名 )…前田 七生、稲永 美佐子

0年 表彰 (4名 )…溝田 由規、前原 直子

清原 綾子、梶原 光子

5年 表彰 (1名 )…久門 美智子

0年 表彰 (8者 )…楠 智加子、田中 忍

浦本 妙子、西原 育子

石田 國香、井手 ルミ子

香月 智子、行 隆利

勤続 5年 表彰 (17名 )¨宮本 恵子、大浦 玲子

岩城 干美、安達 英美

長澤 貴美子、瀬戸□愛子

栗本 美枝子、永吉 みわえ

境 美紀、室園 利宏

多田 美貴、曳村 弘子

川野 直黒 本野田 弘子

菅 歩、牟田 英樹

小山田 勇



平り狂5年ι″。… Fα 敦 ～聯雲はハ〃ンの徹 へ～
放射線被曝の低減が可能で、かつ高画質なX線 診断があこなえるF

CR(富 士コンピユーテツドラジオグラフイ)装置をこのたび導入しヽた

しました。この装 置 は1981年 に開 発され、20年 の歳月を経 て、高

性能・高画質・小型軽量イヒと進化し、より患者さまに優ししヽ画像診断

検査 こなるよう、様々な工夫が凝らされています。

医療機関にあいてのX線 診断には、放射線被曝が付き物ではありま

すが、この装置により従来より被曝量が軽減でき、かつ従来以上の高

画買で、より精密な画像診断が行うことが可能になります。

画像診断部 弥永 直

「夢の途中に」
老健通所リハビリテーション

あ の  け い こ

小野 桂子
皆さ/tは子イ共の頃の夢を覚えていますか?

私は明智小五郎の影響もあり、探偵 (たんてい)

になりたいと思っていました。

それもいつしか変わり、魔法使いになりたいと真

実」に願い、その夢は今も持ち続けております。

さて、私が所属しておりますデイケアの禾J用者の

皆さまこ、「若い頃の夢は何でしたか?」と尋ねる

と、「な/t7もあるも/tかい 」とか「忘れた」の一言。

また昔、教師をされていたある方は、「わたしゃあ

先生なんがこゃあ、なりたくなかつた」との事でし

た。恋愛もままならない時代、l●来なんになるとか

夢を語る時代では無かったのでしようか?

いえいえ!そんな事はありません。

朝鮮出身のある男性が、18歳の時、母親と妹に

再会を誓い、一旗上げようと単身海を渡り、日本

″求直→中島tl力→序赫好→首歩→日中美保→
左腐源オ→山″畑序→岩2オ美子→イ曹″子

の地区夢を持つてやって来たのでした。その方は

現在81歳。「―旗上げましたな?」と尋ねると、「ま
F‐上げとらん」と言われたのです。その3きは二人

顔を見合わせて笑ってしまいましたが、後になり他

の禾」用者もまだ夢をがなえる途中なのがな?と 、

日えるようになりました。何故なら、人は常に夢や

目標を持つて生きてしヽると思いたいからです。で

も、私の夢…、魔法使いになる夢は永遠にかなわ

ないかもしれませんね…。

それでは、優しい旦那さまと出会い、母親こもな

り、夢がかなった病院受付事務の植本美紀さんに

バトンタツチし

たいと思います。



1医師の紹介
Ph●to 名 前 外来診景II外 来診察担当日 0●円②趣味 ひとこと

川崎 逸朗
かわさき1 つヽろう

一般内科 循環器科

月曜 日(午前)

火曜 日(午後)

金曜 日(午後)

①循環器科
②音楽鑑賞、ゴルフ

患者さん中心の医療を心掛けま

す。

■正信会水戸病院 TEL(092)935-3755/FAX(092)935-6626
〒811-2298福岡県粕屋郡須恵町大字旅石115-483
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診療科目 内科、小児科、消化器科、循環器科、呼吸器科、リハビリテーション科、

神経内科、アレルギー科、放射線科
ベッド数 163床  (一般病棟28床、特殊疾患療養病棟48床、療養病棟32床、

介護保険病棟55床)

診療時間 月～金 9:00～ 19:00/± 9100～ 17:00

日曜・祝祭日休診(急患の方はこの限りではありません)

通所リハビリテーション事業所

■水戸病院デイケアセンター

TEL(092)935-3755

介護老人保健施設

ロニユーライフ須恵

TEL(092)937-1055/FAX(092)931-8695

居宅介護支援事業所

■ケアワイド21

TEL(092)957-3321/FAX(092)957-3322

訪問看護事業所

■あすなろ訪間看護ステーション

TEL(092)936-9653/FAX(092)936-9655
訪問介護事業所

■あすなろヘフレパーステーション
TEL(092)936-9653

■須恵町在宅介護支援センター

TEL(092)937-0255

●ホ兌町役場

西凛′侠 停

1

だいる暖か<な り、“キモチ"いい季節になりましたネ!

今年も大流行だったインフルエンザもやっとピークを過ぎ、今度
は花粉症のシーズンですよね。何事も予S/nが一番です。
“水戸病院だより"で ま病院のことはもちろんのこと、皆さまの

味ある話題や生活に役立つ情報などを、これからも提供して

きヽたいと思います。

広報企画委員会 早川 晋玄(所属 :4病棟)

■発行:医療法人社団正信会理事長 吉松秀則 ■組集:水戸病院 広報企画委員会 ■印刷:(有)清原印刷


